
卓 球 大 会 記 録
１． 大 会 名 第２９回オール会津ラージボール卓球大会
２． 開 催 日 令和３年１２月０５日（日）
３． 会 場 あいづ総合体育館
４． 主 催 会津卓球協会
５． 参加者数 男子シングルス 47 名

女子シングルス 37 名
混合ダブルス 59 組

６． 試合方法 レベルに分け、リーグ戦方式で 上位3名を表彰
７． 大会記録 下記の通り

種 目 ブロック

Ａ 上野 元成 喜多方卓球ランド 遠藤 俊一 会津クラブ 穴澤 彰太 杉原会

Ｂ 原 健一 日本TI 横田 一郎 会津クラブ 目黒 勝男 会津クラブ

Ｃ 手代木 義弘 会津クラブ 大波 敏昭 河東クラブ 上野 義徳 日本TI

Ｄ 須藤 正徳 西会津クラブ 五十嵐 秀一 南郷クラブ 佐藤 淳 喜多方卓球ランド

Ｅ 大堀 勝雅 日本TI 瓜生 幸男 会津クラブ 吉津 勇 只見卓球くらぶ

Ｆ 大竹 英勝 日本TI 廣川 隆則 塩川クラブ 佐藤 秀 喜多方ラージ

Ｇ 髙橋 正人 行仁クラブ 長澤 正義 日新クラブ 小野 郁朗 日本TI

H 遠藤 浩幸 河東クラブ 横田 学 日本TI 鎌田 慧 日本TI

Ａ 二瓶 眞由美 会津クラブ 羽染 麻里奈 会津クラブ 田崎 朝子 会津クラブ

Ｂ 千葉 清子 会津クラブ 佐藤 文子 会津クラブ 塩谷 志穂 ひまわり

Ｃ 吉崎 美和子 南郷クラブ 鈴木 美枝 喜多方ラージ 吉田 幸子 会津クラブ

Ｄ 外島 康子 日本TI 菅原 春奈 日本TI 渡部 寿美子 河東クラブ

Ｅ 伊藤 美歌 日本TI 渡邊 志保 日本TI 大野 澄江 あいづ若松クラブ

Ｆ 井関 景子 日本TI 澤 美枝子 喜多方ラージ 鈴木 文子 ひまわり

Ｇ 佐瀬 由美子 喜多方LBクラブ 田部 芳枝 河東クラブ 宮田 トシ子 ひまわり

横田 一郎 会津クラブ 上野 元成 喜多方卓球ランド 遠藤 俊一 会津クラブ

千葉 清子 会津クラブ 羽染 麻里奈 会津クラブ 新室 栄子 会津クラブ

目黒 勝男 会津クラブ 手代木 義弘 会津クラブ 三澤 嘉幸 会津クラブ

中曽 貴志子 会津クラブ 佐藤 茂子 会津クラブ 橋谷田 八代枝 マゼンダ

米山 貴之 大島クラブ 大堀 勝雅 日本TI 瓜生 幸男 会津クラブ

人見 仙江 大島クラブ 佐野 仁美 喜多方クラブ 前田 とめ子 会津クラブ

須藤 正徳 西会津クラブ 廣川 隆則 塩川クラブ 井口 武志 会津クラブ

鈴木 泉 会津クラブ 外島 康子 日本TI 赤城 市子 会津クラブ

上野 義徳 日本TI 渡部 秀寿 会津クラブ 五十嵐 秀一 南郷クラブ

伊藤 美歌 日本TI 石川 登美子 会津クラブ 吉崎 美和子 南郷クラブ

高久 耕二 西会津クラブ 菊地 正夫 只見卓球くらぶ 渡部 一男 一箕クラブ

梶内 志穂 会津クラブ 菊地 優花 只見卓球くらぶ 保倉 妻子 会津クラブ

大竹 英勝 日本TI 照田 伸二 一箕クラブ 佐藤 秀 喜多方ラージ

井関 景子 日本TI 佐藤 文子 会津クラブ 鈴木 美枝 喜多方ラージ

横田 学 日本TI 小野 郁朗 日本TI 鈴木 勇 一箕クラブ

渡邊 志保 日本TI 菅原 春奈 日本TI 馬場 キミ子 一箕クラブ

鈴木 隆三 一箕クラブ 山内 晴一郎 一箕クラブ 高橋 正幸 東山卓球クラブ

五十嵐 美佐子 会津クラブ 中川 イツ子 ひまわり 渡部 スミ子 一箕クラブ

遠藤 幸一郎 喜多方ラージ 大塚 光雄 ひまわり 北見 保則 喜多方LBクラブ

澤 美枝子 喜多方ラージ 嶋田 文江 会津クラブ 佐瀬 由美子 喜多方LBクラブ
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